SHUEISHA

［マリソル］

https://marisol.hpplus.jp/

2019年秋冬
広告企画のご案内
トータルリーチ数、
アラフォーメディアNo.1！ 本誌とWEBのお得なセット

2 日経新聞タブロイド折込企画
10月号・11月号掲載のタイアップページを協賛条件に応じて再編集、
タブロイドに転載。
ゆっくり読める土曜日の朝、東京・横浜・大阪・神戸に計20万部配布いたします。
10社以上のお申込みがある人気企画です。

・11月号（10/ 7発売）
2019年10月号（9/ 6発売）

協賛期間

B

4P以上のタイアップご出稿
タブロイド1P掲載（タイアップページ再編集・写真1点転載）
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新しい季節、一緒に過ごしたいのは着ていて心地よく、
おしゃれの気分を上げてくれる服。
フォクシーの上質エレガントな服を自由に組み合わせて、新しい魅力を発見しよう。

FOXEY NEW YORK FAIR

＠foxey_official

撮影／YUJI TAKEUCHI
（BALLPARK） ヘア／Dai Michishita メイク／早坂香須子
（W）
スタイリスト／村山佳世子 モデル／ブレンダ 取材・文／陶山真知子

（火）
～4/22
（月）
4/16
FOXEYのウォッシャブルアイテムがそろいます。人気のカーディガンやパンツ、
マッ
トストレッチグログランのワンピースが新入荷いたします。

HUMAN WOMANで春支度

上質モダンなBOSSの服で

”佇まいが美しい人”
になる

新しい季節の心地よいワードローブ

HUG O B O SS

HUMA N WO MA N

ヒューゴ ボス

ヒューマンウーマン

佇まいが美しい人は、
姿勢や所作だけではない、
まとう服によっても作り上げられているもの。
その魅力を、
もっと知りたい。
そんなふうに、
大人を格上げして見せてくれるBOSSのワードローブ。

大人の女性と向き合った誠実なものづくりと気のきいたニュアンス。
日常に寄り添うヒューマンウーマンには有機的な色や柄をさりげなく意識した優しげな春の服がそろう。

撮影／五十嵐隆裕
（SIGNO） ヘア／西村浩一
（angle） メイク／遠藤真稀子
（UM）
スタイリスト／福田亜矢子 モデル／佐田真由美 取材・文／東原妙子

撮影／長山一樹
（S-14） ヘア／Dai Michishita メイク／佐々木貞江
スタイリスト／村山佳世子 モデル／ブレンダ 取材・文／陶山真知子

大人を品よく引き立てる
「カラートーン」

イタリアの高級生地メーカーの素材
で仕立てた、ダブルのノーカラージ
ャケット×ハイウエストのセミワイ
ドパンツ。ほどよい抜け感を演出し
てくれる独特の風合いとハリ、落ち
感が魅力。長め丈のジャケットは付
属のベルトをきゅっと締めたり、前
を開けてラフに着るのも素敵。ジャ
ケット￥29,000・パンツ￥19,500
（と
もにRue dieu a la ヒューマンウーマ
ン）
・カットソー￥12,000・靴￥11,800
（ともにヒューマンウーマン）
／ヒュ
ーマンウーマン

１ …石久保

１ …石久保

２…佐々木 ３ …◯◯ 校了…◯◯

２…佐々木 ３ …◯◯ 校了…◯◯

問い合わせ先／
（4/27リニューアルオープン） ☎03-5786-9806
BOSS Store 六本木ヒルズ
BOSS Store 心斎橋 ☎06-6214-3770
https://www.hugoboss.com/jp/boss

問い合わせ先／HUMAN WOMAN
☎03-6748-0350 www.humanwoman.net
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ハリのある目もとで、
私に自信！
clé de peau B EAUT É
クレ･ド･ポー ボーテ

アイケアは、将来を見据えた投資。いつまでもイキイキとしたまなざしでいるためには、
先進の技術が搭載されたアイクリームで、
今そこにある目もと悩みをいち早くケア。
「一生もの」のハリ目もとへ！

エイジングを 感 じ 始めた 肌に
治 癒 力 あふれる 蜂のパワー をチャージ

した角層にも素早く浸透して、ふっく
ら、ツヤのある肌にしてくれるオイル

はリピーターも多い一品だ。またユニ

アベイユ ロイヤルのスター製品と
いえば、ウォータリー オイル。乾燥

？

今こそクレ･ド･ポー ボーテの本格アイケアで手に入れる！

ハチミツの恵みあふれる
アベイユ ロイヤル

誕生。乾燥したり、ハリを失った目も
とに、うれしくなるほどのうるおいを
もたらし、ふっくらハリのある肌へと
導いてくれる。

マリソル読者が、未来のために投資
しがいのあるコスメとして信頼を寄せ

みずみずしい美容液の中にはマイ
クロビーズ化されたボタニカルオ
イルが！ なじませたとたん、ビ
ーズが弾けながら肌に吸い込まれ、
軽やかだけどうるおい感。香り立
ちも柔らか！ オイルなのにベタ
つきなし！ 30㎖￥11,600・50㎖
￥16,700／ゲラン

※ ２ 角層
※ 3 整肌成分

未来を見据えたアイケアで
目もとに自信を取り戻す！

肌表面と深く※ 2 にダブルで働きか
ける美容液。角質ケアは手応えが
高いのに、刺激が少ない処方。ハ
チミツやロイヤルゼリー※ 3 との共
演で、すっきりとシャープな印象
の肌に導く。30㎖￥17,300・50㎖
￥23,700／ゲラン

DEC

るブランド、クレ・ド・ポー ボーテ。こ
のたび、アラフォーの深刻な目もと悩
みに、本格的に対応するアイクリーム
〝クレームイユー レジェネランＳ〟が

アベイユ ロイヤル
ウォータリー オイル

筆すべきは、目もとの立体的な構造に
着目した研究に基づくアプローチ。付
属のプラチナアイマッサージャーでケ
アすれば、毎日のお手入れの充足感が
アップ。
目もと印象が若々しく輝けば顔全体
までイキイキ。新元号を迎える今、新
しい自分に出会うアイケア、
始めたい。

アベイユ ロイヤル
ダブルR セロム

撮影／John Chan 取材・文／小田ユイコ

その秘密は、クレ・ド・ポー ボーテ
ならではのラグジュアリーな使い心地
と、先進の技術。独自のブレインスキ
ン理論に基づいた成分、イルミネイテ
※１
ィングコンプレックスＥＸを配合。特

※ 1 〈保湿・整肌〉
加水分解シルク液、加水分解コンキオリン液、テアニン、アセチル化ヒアルロン酸Na、
トレハロース、グリセリン、PRG/PPG-14/7ジメチルエーテル、ポリクオタニウム-51
＊美白化粧品はメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます

目もとの立体構造に着目。
先進のアプローチで乾燥、
ハリのなさに挑む！

DEC

変化 を感じ始めた肌は、
ハチミツの恵みで今すぐケア！

アラフォーは、
アベイユ ロイヤル適齢期！
Guer lain
ゲラン

校了…◯◯

今ここにある悩みを解決したい。
そして将来もキレイでいたい！ なんてアラフォーの切なる願いに応えるエイジングケア※ 1といえば、
ゲランのアベイユ ロイヤル。ハチミツなど自然の恵みのおかげで手応えが早い。
そのうえ優雅な感触や香りを楽しみながらケアできるのもハッピー。
撮影／新倉哲也
（SIGNO） スタイリスト／郡山雅代

問い合わせ先／ゲラン

取材・文／入江信子

構成／原 千乃

※ 1 年齢に応じたお手入れ

0120-140-677 https://www.guerlain.com/jp/ja

１…河合／佐藤あ ２…佐々木／野村 ３…佐々木／ 校了…◯◯

配布日 2019年10月12日
（土）
予定
ページ数 12〜20P
配布エリア 東京・横浜・大阪・神戸
部数 合計20万部

DEC
ネイビー地に、ステンドグラスのようなスク
エアプリントが映えるワンピース。カラフル
な色使いも派手すぎず、品よくキャッチーな
印象。シルク100％の生地は肌すべりがよく、
着た時のなめらかさも最上級。フロントが少
し短くなったアシンメトリーなヘムライン＆
ランダムなウエストタックで、歩くたび、す
そが自由に弾んで目をひく。ドレス￥82,000
・バッグ￥76,000・靴
（参考色）
￥82,000／ボス
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２…塙／野村 ３…佐々木／

●
●
●
●

〜5/6
（月・祝）
H/membersに新規ご登録いただくと、その
場で使用できる1000ポイントを付与いた
します。キャンペーン詳細、最新のコレ
クションはヒューマンウーマン公式サイ
トで紹介しております。

DEC

うるおいが長時間持続し、明るくハ
リのある目もとに導くアイクリーム。
付属のプラチナアイマッサージャー
の平たいほうはスパチュラとして使
用。ひんやり感が心地いいマッサー
ジャーは、アイクリームをなじませ
た後、マッサージに使用。夜はもち
ろん、朝も使える。美白有効成分4M
（ 4 -メトキシサリチル酸カリウム塩）
SK
配合。
クレ・ド・ポー ボーテ クレーム
イユー レジェネランＳ
（医薬部外品）

15ｇ￥25,000／クレ・ド・ポー ボーテ

問い合わせ先／クレ・ド・ポー ボーテ ¡0120-81- 4710
（9:00～17:00 ／土・日・祝日を除く） www.cledepeau-beaute.com/jp/

※2019年4月配布

協賛期間

2019年8月号（7/5発売）〜2020年1月号（12/7発売）

協賛条件

初出稿またはご出稿から1年以上経過したクライアント様

広告料金

4C2P純広 G200万円（初回のみ）

8月号

9月号

10月号

11月号

12月号

1月号

7/5

8/7

9/6

10/7

11/7

12/7

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

校了

6月中旬

7月中旬

8月中旬

9月中旬

10月中旬

11月中旬

主な特集予定

「顔以外」
コスメ大賞

₄0歳の新名品／アラウンド管理職／
プチプラコスメ大賞

アラウンド管理職

時計

ジュエリー

広告掲載料金表

協賛料金

スペース

※本誌7P以上転載の場合、
別途ご相談ください。
※モデル二次使用料が別途発生する場合がございます。
※運用方法やクリエイティブは弊社にお任せください。
※商材や実施時期によってクリック数やimp数に変動があるため、想定数字とさせていただきます。
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FOXEY
フォクシー

休／第 ３月曜

タイアップ申込締切

571,000imp想定

2

※タイアップの場合、
制作費として別途1PあたりG375,000円
料金
（円）

原稿寸法
（天地×左右mm）

表4

2,500,000

284×218

facebook

表2見開き

3,500,000

297×464

特表2見開き

3,300,000

297×464

または

表3見開き

3,200,000

297×464

目次前コラム対向4C1P

1,700,000

297×232

目次対向4C1P

1,700,000

297×232

4C1P

1,600,000

297×232

はがき

1,500,000

146×94

選べる外部オプションメニュー

G95万円

集英社

新規＆カムバック限定 スペシャルプライス企画

Instagram

5- 6Pプラン

大人を上品に彩る、
FOXEYの最愛服

フィット＆フレアのドレスこそブランドの代名詞。ウエストを華奢に見せつつストレスフ
リーで、後ろ姿まで自然と女らしい瞬間をつくってくれる。ボーダー風のデザインとコッ
トンブレンドのシャリ感のある素材は、足もとを軽やかにして新たなバランスを。このマ
ッチングも新鮮。袖はフレンチスリーブで二の腕がすっきり見えるのもうれしい。ワンピ
（参考商品）
／FOXEY 銀座本店
（FOXEY） 靴／スタイリスト私物
ース￥120,000・帽子

問い合わせ先／銀座本店 〒104-0061 東京都中央区銀座 ６の８の１ ☎03-3573-6008

その他、インショップ情報などはこちらへ http://www.foxey.co.jp 公式インスタグラムもチェック！

［商品お探し隊］
問い合わせ先／Ｅメール osagashitai@foxey.co.jp
0120-366307 11:00～19:00 休／日曜・祝日
0120-366038 24時間受け付け
※
［商品お探し隊］
とは、お客さまがお探しの商品を、全国の店舗に問い合わせ、検索するサービスシステムです。
ショップ以外に、上記の連絡先にお問い合わせください。

１…佐々木／佐藤あ

2 選べる外部オプションメニュー

WEB転載

撮影／長山一樹
（S-14） ヘア／左右田実樹 メイク／AIKO ONO
（angle）
スタイリスト／徳原文子 モデル／SHIHO デザイン／藤村雅史
撮影協力／バックグラウンズファクトリー
ブラウンシャツ￥15,000／ユナイテッドアローズ 六本木ヒルズ店
（ユナ
（スタニ
イテッドアローズ） パンツ￥24,000／スタニングルアー 青山店
ングルアー） イヤリング￥12,800／デミルクス ビームス 新宿
（ベベ）
（ソコ） バッグ￥48,000／ア
バングル￥11,000／ウィム ガゼット青山店
パルトモン 青山店
（スタウド） 靴￥59,000／フラッパーズ
（ネブローニ）

本タブロイドおよびMarisol本誌についての問い合わせ／
（株）
集英社 東京都千代田区一ツ橋 2 の 5 の10
電話03-3230-6201
（広告部）
掲載商品の価格は本体価格
（税抜き）
で表示しております。

着こなしはひとつじゃない

記憶に残るアイコニックなドレス。
大人の女性に微笑みを

に肌を託す

本誌素材入稿型CMS、
G60万円〜相当

1

ウエストがややシェイプされたダブルネイビ
ージャケット。かっちりとした印象ながら、
ストレッチがきいて、端正さと着心地を兼ね
備えた一枚。春は透け感のある軽やかなスカ
ートと。タックを惜しげもなくふんだんに施
したシルエットで、ふわっと風になびく揺れ
感も素敵。
ジャケット￥79,000
（FOXEY NEW YO
・トップス￥31,000
（ADEAM）
RK COLLECTION）
・スカート￥80,000・イヤリング￥23,000
（と
もにFOXEY）
／FOXEY 銀座本店

がわかりやすい。エイジングにつなが
る毎日の肌疲れにはオイルを、即効的
にハリ感となめらかな手ざわりを求め
る時にはセロムを、と使い分けるのも

3

発売日

G80万円

春の名品リスト

スカートが美しく揺れるたび
ジャケットの端正さを解放する

進行スケジュール目安

1 Marisol ONLINEで1記事配信

2 - 4Pプラン

WEB

「大人の素敵」
をかなえる

いいアイデア。変わりゆく肌に蜂の恵
み。あなたはどのアベイユ ロイヤル

2P以上の本誌タイアップを実績料金でご出稿
＋G80万円（2-4Pプラン）／G95万円（5-6Pプラン） 定価G100万円〜のところ

本誌タイアップ
実績料金

LIFE STYLE

転載ルールについて、
詳細は別途ご案内いたします。
※PDF1回または2回のご確認での進行を予定しております。 ※進行、
ビューティに限りません。
※台割はイメージです。構成、
台割に関しては、
すべて編集部にお任せください。 ※業種はファッション、
※競合排除はいたしません。
タイアップページ部分は隣接になります。 ※モデルによっては二次使用が不可、
物撮りページのみとなる可能性があります。
※日経新聞の原稿審査があります。

企画概要・協賛条件

企画料金

B E AU T Y

働くアラフォー女性支持率No.1の
ファッション雑誌Marisolが提案

DEC

ークなのがダブルＲ セロム。ボトル
には、角質ケア美容液＆エイジングケ
※１
ア美容液の２ 種類が別々に入っていて、
即効的に肌質感だけでなく、顔のハリ
印象にもダブルで働きかけるから効果

2019年8月号（7/ 5発売）〜 2020年1月号（12/ 7発売）

1,600クリック想定

8P以上のタイアップご出稿
タブロイド2P掲載（タイアップページ再編集・写真2点転載）

協賛

PLAN

facebook

FA S H I O N

H/members Campaign

タブロイド詳細

各G40万円相当
どちらかをお選びください

Marisol Topics

p2

DEC

A

協賛

本誌同様、働くアラフォー女性のための
ファッションメディアとして着実に伸長中のMarisol ONLINE。
雑誌クオリティを活かしたWEB転載が大好評です！

協賛期間

２個セット

マニッシュに装う︑サンドカーキのセットアップ

協賛プラン

！
レー！
今度はグ

デ ーン ＆ デルーカ
ディ
ラ
ランチバッグ＆
カトラリ
トラリーポーチ

もっと自分らしく
！もっとHAPPYに！

校了…◯◯

選べるオプション企画

特別付録

5

https://marisol.hpplus.jp/

校了…◯◯

期間中に4P以上の本誌タイアップを
実績料金でご出稿

協賛条件

マリソル
DEAN & DELUCA

2 0 1 9 M AY
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１…石久保 ２…佐々木 ３…◯◯

1 本誌＆WEB転載

PLAN

１…佐々木／野村 ２…佐々木 ３…◯◯

PLAN

マリソルの美しいビジュアルを活かした大好評企画

Instagram

原稿締切

お問い合わせ

集英社 広告部

〒101-8050
東京都千代田区一ツ橋2-5-10

発売日の2₅日前

TEL : 03-3230-6202
FAX : 03-3221-7167
集英社広告部・
広告媒体ニュース

SHUEISHA ADNAVI

※各外部媒体の審査により、
配信不可となる場合もございます。
ご了承ください。

創刊：2007年3月
刊行形態：月刊・毎月7日発売
判型：A4変型判
定価：840円
（本体778円）

※発売日は予定です。 ※企画内容は変更になる場合がございます。 ※画像はイメージです。

※発売日は予定です。 ※スケジュールは目安です。詳しくはご相談ください。 ※企画内容は変更になる場合がございます。 ※画像はイメージです。

https://adnavi.shueisha.co.jp/

Models

Stylists
徳原文子

JUN KO MATS UMURA

シンプルベースにひとさじの
‘女っぷり’
加減が絶妙。若さ
ゆえの機動力もあり、
マリソルの人気リアルコーディネー
トを牽引する一人

福田亜矢子
大人カジュアルを体現

ブレンダ

SHIHO

フェミニン派に人気

蛯原友里

AYA KO FUKUDA

マリソルのファッションページを牽引する人気スタイリス
ト。
トラッドベースに今っぽさと女性らしさを加えた好感度
の高いスタイリングが得意

辻 直子

MAGAZINE

松村純子

シンプルベーシック

Topics

F UM I KO TO KUH ARA

カジュアルなのに上品な女性らしさを感じさせるマリソル
世代にぴったりのスタイリングに定評。手がけたコーディ
ネートはアンケート上位に

COVER MODELS

「女っぷり」
をメインキーワードに、
美しいビジュアルとリアルで役立つファッション、
ビューティを中心とした雑誌。
発行部数
働くアラフォー
（35～45歳）女性に
圧倒的に支持されています。
平均
万部
スペイン語の「海」
と
「太陽」が
※2019年2～4月
由来の名前のとおり、
仕事も
電子書籍版
プライベートも上々、
明るく朗らかで
豊かな包容力がある女性像を
平均
万UU
意識しています。

14

14.3

※2018年10～12月

N AOKO T S UJ I

村山佳世子
大人モードを体現

知花くらら

私服が大人気！

佐田真由美

五明祐子

KAYO KO MURAYAMA

上品でモード感のあるスタイリング。初の単行本『一生
もののおしゃれが身につく10のルール100のコーディネ
ート』
も好評。

伊藤美佐季

M I SAKI ITO

石毛のりえ
ʻカッコ可愛いʼ代表

ヘルシーで大人っぽい！

RINA

樋場早紀

竹内友梨

Bloggers

リアルなアラフォーとして
活躍する読者ブロガー組織。
毎年募集

Professionals

マリソルの美容ページ＆WEBを
盛り上げてくれているマリソルファミリーメンバー。
タイアップ実績もありです
広告
プラン
あり

Akane
絶大な支持を集めるリアルCD力で「美女組Akane
の高見えプチプラファッション」をスタート！

Bemi

Editors
編集長

石田真理

ヘア＆メイクアップアーティスト

小田切ヒロ

マーヴェラス原田

奇跡の女っぷりを体現す
るマリソル世代。連載、
イベントなどで活躍

確かな技術と知識。愛あ
る叱咤激励をアラフォー
へ。神崎さんと連載中

体当たり取材ブログが
支持を集め、平均ページ
滞在時間が高いのが特徴

神崎 恵

本誌で
‘100日服を買わないチャレンジ’
特集も。
一歩先行く達人で注目

副編集長

島田総子

副編集長

WEB美容エディター

美容家

塩谷麻衣子

副編集長

杉浦 歩

山本 文
小松香織
金持みどり

陰山望都
ビューティエディター

原 千乃

●

約

284万

※2019年2月期
※トータルリーチ数：
「本誌発行部数」
「電子書籍版UU数」
「自社UU数」
「メールマガジン配信数」
「各SNSフォロワー数」の合計数

読者組織

・82名の
読者ブロガー組織「美女組」
アラフォーのリアルを毎日更新。
1記事で30万PVを稼ぐメンバーも
！

・484名の
働くアラフォーコミュニティ
「働く女っぷりプロジェクト」
本誌およびMarisol ONLINE「セキララリアル白書」で活動中。
近年、
アラウンド管理職
（アラ管＝中間管理職）
も増え、
アラ管をターゲットにしたコンテンツも秋に展開予定。

●

公式SNS

※2019年3月期

facebook

Instagram

@marisol.shueisha

いいね！

marisolmagazine

フォロワー

149,900

85,000

LINE 公式

LINE ダイジェスト

Marisol

友だち

Marisol ONLINE

友だち

15,700

655,800

Twitter

Mail Magazine

@marisolstaff

フォロワー

13,300

配信数

62,000

REACTION

美女組

トレンドをリアルに落とし込んだ、
ほどよく華のあるベーシ
ックスタイルが得意。一方で、働く女性に欠かせないきち
んと感のあるコーデにもセンスを発揮

OFFICIAL SNS

広告
プラン
あり

マリソルビューティ専属

N ORI E IS H IGE

COMMUNITY

確かな審美眼と美しいビジュアルづくりで第一線で活躍
するジュエリーディレクター。連載「菅野美穂 私の人生
にジュエリーをひとつ」担当

● トータルリーチ数

WEBSITE

SUMMARY

雑誌、広告、
ブランドディレクションなど多岐にわたり活
躍。独自の世界観から生み出されるコーディネートには
業界人のファンも多い

カルチャーもお任せ！

2018年3月～2019年2月の
実売部数は前年比105％、
過去最高記録を更新中！
コンパクト版の人気も高い

「40代の明日のコーデ」
「ヘアスタイル図鑑」
「ヘルスケアNEWS」など、
本誌のクオリティを活かしたリアル＆
質の高いコンテンツで
読者の厚い信頼を得ています。

175万UU

4270万PV
※2019年3月期

マリソルのタイアップ、
こんな反響があります！

●

読者の声

・ずっと探していた仕事用のきちんとしたバッグ。
マリソルの誌面で出会えました！（バッグ）
・ 1ページ大のインパクトのある写真で、
モデルさんが着こなしていたコートにひとめ惚れ！（アパレル）
・誌面で見て気になっていたコスメ、
買ってみたらとってもよくて、
リピート買いしています！（化粧品）

● クライアント様の声

・誌面＆WEB双方から、
ダイレクトにお問い合わせがありました！
お電話でお問合せをいただくこと多数！（アパレル）
・誌面はもちろん、
タブロイド企画での反響の大きさに驚きました
（アクセサリー）
・二次使用で誌面をPOP利用。
ショップスタッフから大評判！（アパレル）
・WEBのタイアップをご覧になったお客様のご来店が顕著に多く、
うれしい反響でした！（美容サロンPR）

●

編集部より

一度きりではなく、
継続的にお声がけをいただいている
（ファッション・ビューティ）
ブランドさんが
実は多数。読者との親和性、
世界観の共有からのビジュアルの信頼感、
実際の反響など、
様々な理由があると思いますが、
長くお付きあいしていただけるのはうれしい限りです。
出稿をお考えの皆様、
ぜひ一度マリソルと一緒に誌面を作りませんか？

